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⾃⺠党 の ⽢利明 税制調査会 ⻑は１４
⽇、朝⽇新聞などのインタビューに応じ
た。来年度の 税制改正 について、 住宅ロ
ーン減税 の特例延⻑や⾃動⾞関係の減税の
延⻑に前向きな姿勢を⽰した。 新型コロナ
ウイルス で打撃を受けた家計や業界に配慮
する。商業地の 固定資産税 の軽減も検討
する。
住宅ローン減税 は、 消費増税 時に特例
で控除期間が１０年から１３年に拡充さ
れ、今年末が適⽤される⼊居期限だ。⽢利
⽒は「コロナ禍で⼤企業も賞与が⼤幅カッ
トされている」と指摘。賞与でローンを返

⾃⺠党・⽢利税調会⻑

PR

す家庭に配慮する必要性に触れ、特例延⻑

注⽬情報

ビールの街・恵⽐寿の魅⼒

の可能性を⽰唆した。

恵⽐寿新聞編集⻑が語る、
おしゃれタウン恵⽐寿の今・昔

⾞検時に払う ⾃動⾞重量税 を減免する「 エコカー 減税」や、取得時に燃費に応じて

歌の⼒で⽇本中を元気に

払う税⾦「環境性能割」の軽減措置はともに来春に期限切れとなるが、⽢利⽒は「⾃動⾞

「バーチャルおかあさんコーラス」
コーラス参加者、募集中︕

産業が相当なダメージを受けている」と強調。「税額規模全体が増税になることは極⼒避
けていきたい」とした。

家の売値、知りたくない︖

固定資産税 については、税額の基準となる評価額が来年度、３年ぶりに修正される。

無料︕３ステップで査定額チェック
２つの⽅法から選べてカンタン安⼼

⼟地は今年１⽉１⽇現在の 公⽰地価 をもとに修正され、都市部の商業地を中⼼に税額が
増える可能性が⾼い。⽢利⽒は、負担増を避ける措置ができないか検討する考えを⽰し
た。

マウス操作だけでアプリ開発︖

⼀⽅、コロナ対策として野党が主張する 消費税 率の引き下げについては、「将来の安
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